
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
007.1 ﾜｶ
Z 007.3
007.6
007.6 ｵｸ
013.1 ｵｵ 2
019.5
070.2 ﾌｱ

（哲学・思想）
Z 135.2 ｺｸ
Z 141.6 ｲﾘ
143.7 ﾏﾂ
146.1 ﾘﾀ

148.3 21

Z 159.4 ﾆﾜ
159.7 ﾐﾂ

（歴史・紀行）
210.4 ｲﾉ
Z 213.6 ﾐｳ
220 ﾌﾗ 1
220 ﾌﾗ 2
234
234
280.4

（伝記）
Z 289.1 ｼﾌ
Z 289.3 ｳｲ

（社会科学）
304

304
Z 304
Z 312.1 ﾏﾅ
Z 318.2 ｶﾀ
318.4

318.9 ｾﾉ

Z 322.9 ｺｸ
323.1

（経済）
Z 331.2 ﾅｶ
Z 332.1 ﾏﾂ
336 ｺﾄ
336.2 ｻﾜ
336.5 ﾖｼ
Z 364 ｽｽ

364.3 21

367.2 ｼｴ
Z 367.6 ﾊﾗ

早坂　清志 できるExcelデータベース インプレス
奥村　晴彦 基礎からわかる情報リテラシー 技術評論社
大橋　崇行 司書のお仕事　2 勉誠出版

【新着案内】
あかし市民図書館・明石市立西部図書館・移動図書館

2020年　12月 1日号　No.1

○ 一般書 ○

若狭　直道 よくわかる最新量子技術の基本と仕組み 秀和システム
NHKスペシャル取材班 やばいデジタル 講談社

少年写真新聞社
マーティン・ファクラー 吠えない犬 双葉社

國分　功一郎 はじめてのスピノザ 講談社
入江　杏 悲しみとともにどう生きるか 集英社

福岡　淳子 小学校学年別知識読みもの240

松本　光太郎 老いと外出 新曜社
ダリアン・リーダー ハンズ 左右社

たまごクラブ たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典　2021〜2022年版 ベネッセコーポレー
ション

丹羽　宇一郎 部長って何だ! 講談社
ミツコ 74歳、ないのはお金だけ。あとは全部そろってる すばる舎

井上　慶雪 本能寺の変 信長の誤算 祥伝社
三浦　展 下町はなぜ人を惹きつけるのか? 光文社
ピーター・フランコパン シルクロード全史　上 河出書房新社
ピーター・フランコパン シルクロード全史　下 河出書房新社
大津留　厚 「民族自決」という幻影 昭和堂
南　直人 はじめて学ぶドイツの歴史と文化 ミネルヴァ書房
佐藤　優 人物で読み解く世界史365人 新星出版社

橘木　俊詔 渋沢栄一 平凡社
倉山　満 ウッドロー・ウィルソン PHP研究所

三菱UFJリサーチ&コ
ンサルティング 2021年日本はこうなる 東洋経済新報社

内田　樹 ポストコロナ期を生きるきみたちへ 晶文社
イミダス編集部 イミダス現代の視点2021 集英社
真鍋　厚 山本太郎とN国党 光文社
片山　善博 知事の真贋 文藝春秋
全国町村議会議長会 こんなときどうする?Q&A選挙運動早わかり 学陽書房

瀬能　繁 コロナ危機とニューヨーク 日経BP日本経済新聞
出版本部

小口　彦太 中国法 集英社
宍戸　常寿 18歳から考える人権 法律文化社

中山　智香子 経済学の堕落を撃つ 講談社
松尾　匡 左翼の逆襲 講談社
壽　かおり リモートワーク大全 ポプラ社
沢渡　あまね 業務改善の問題地図 技術評論社
吉田　航 基礎からのIT担当者リテラシー 技術評論社
鈴木　亘 社会保障と財政の危機 PHP研究所

榎本　恵一
知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識
2021年版 三和書籍

ジェーン・スー 女のお悩み動物園 小学館
原田　曜平 Z世代 光文社

<表記について> Ｚ＝新書、 Ｒ＝参考図書（禁帯出）、 Ｋ＝郷土資料、 Ｘ＝文庫
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

368.7 ﾅｶ

369.3

369.3
369.3 ｶﾏ
369.3 ｽｽ
369.3 ﾁﾊ

（教育・文化）
376.1
376.1 ｱﾐ
379.9 ﾃｲ
Z 380.1 ｼﾏ

（自然科学）
404 ｵﾌ

440.1 ﾏﾂ
454.9 ｼﾝ
457.8
460.4 ｲﾁ 2
470
471.1 ｺﾊ
489.5 ｶﾈ

（医学）
490.1

491.1 ﾀｲ
491.3
491.5
492.9
493.7 ｼﾊ
493.8 ﾜﾂ
493.9 ﾋｸ
494.6 ｻｶ
494.9
496.7
498.3
Z 498.3 ｺﾊ
Z 498.6 ｵｸ

（技術）
510 ﾏｸ
527
541.6 ﾌｸ

（家政）
590 ｷﾐ

590.4 ｳﾁ
Z 591 ｱｷ
593.8
594.3
594.3
594.3
594.3
594.3
595 ｶﾜ
595.5 ｼｼ
596 ｳｴ

中村　すえこ 女子少年院の少女たち さくら舎
気候変動による水害
研究会 水害列島日本の挑戦 日経BP

ローリングストックで!防災にそなえるレシピ オレンジページ
釜石　徹 マンション防災の新常識 合同フォレスト
鈴木　みき 登山式DE防災習慣 講談社
千葉　望 大切な人は今もそこにいる 理論社

丸尾　良浩 よくわかる子どもの健康と安全 ミネルヴァ書房

amico おはなしいっぱい!楽しい手袋シアター 新星出版社
てぃ先生 カリスマ保育士てぃ先生の子育てで困ったら、これやってみ! ダイヤモンド社
島村　恭則 みんなの民俗学 平凡社

ポール・A.オフィット 禍いの科学 日経ナショナルジオグ
ラフィック社

松原　隆彦 なぜか宇宙はちょうどいい 誠文堂新光社
新之介 ぶらり大阪「高低差」地形さんぽ 140B
田中　康平 いまさら恐竜入門 西東社
一日一種 わいるどらいふっ!　2 山と溪谷社
金田　初代 一日一花を愉しむ花の歳時記366 西東社
小林　智洋 世界のふしぎな木の実図鑑 創元社
金子　弥生 里山に暮らすアナグマたち 東京大学出版会

淺沼　晋 薬局の現場ですぐに役立つ速習!薬局の薬理学 秀和システム

セオドア・ダイモン イラストで知る発声ビジュアルガイド 音楽之友社
池上　文雄 NHK出版不調を食生活で見直すためのからだ大全 NHK出版

神戸新聞社 いのちをめぐる物語 神戸新聞総合出版セ
ンター

横山　美樹 看護の現場ですぐに役立つ疾患別看護過程 秀和システム
司馬　理英子 大人の発達障害<ASD・ADHD>シーン別解決ブック 主婦の友社
メレディス・ワッドマン ワクチン・レース 羊土社
樋口　進 ゲーム・スマホ依存から子どもを守る本 法研
酒井　慎太郎 図解でよくわかる坐骨神経痛 河出書房新社

頻尿・尿もれ 文響社
副鼻腔炎 文響社

西多　昌規 心の疲れをとる事典 朝日新聞出版
小林　弘幸 名医が実践する「疲れない」健康法 PHP研究所
奥　武則 感染症と民衆 平凡社

ロバート・マクファーレン アンダーランド 早川書房
30代夫婦が建てたナチュラルで明るい家 主婦と生活社

福田　遵 トコトンやさしい電線・ケーブルの本 日刊工業新聞社

君野　倫子 楽しく続けられる和の習慣70 エムディエヌコーポ
レーション

内田　彩仍 家時間 主婦と生活社
秋山　哲 20年で元本300倍お金が集まる5つの原則 光文社
山野　愛子ジェーン 振袖の華やか帯結び250選 世界文化社

大人のためのかぎ針編みの帽子 エクスナレッジ
かぎ針で編むアランと編み込み模様のニット帽 アップルミンツ

フィグインク おかしなあみもの 西東社
かわいい子供のニット帽A-Z アップルミンツ
日常使いのかぎ針バッグ アップルミンツ

川端　奈那 はじめてのクレイケア グラフィック社
CeCe 神錯覚メイク KADOKAWA
上田　淳子 実は簡単!ハレの日ごはん NHK出版
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

596 ｽｽ
X 596.04 ｶﾚ
596.3 ｳｴ
596.37 ｻｶ
596.65

596.7

（産業）
627.5
645.7 ﾌﾗ

699.6 2

（芸術・美術）
708.7
726.1 ｻﾄ 3
726.6 ｺﾘ
727 ﾀｹ
728 ｳﾀ
757.3
Z 762.1 ｲﾄ
Z 762.3 ﾅｶ
778.2 ﾔﾏ
779.1 ｲﾓ
779.1 ｼｹ
779.1 ﾊﾋ

（スポーツ・諸芸）
780.7 ｻｻ
786.3 ﾀｹ
Z 788.2 ｻｲ
Z 788.6
793 ﾏﾅ
798.5

（言語）
809.2 ｼﾝ
810.4 ｺﾝ
830 ﾌﾙ
835

（文学）
901.3 ﾐｳ
908.1
911.3 ｶﾜ
916 ｽｷ
933.7 ﾀﾝ
933.7 ﾎﾜ
933.7 ﾐﾗ

（日本の小説）
F ｱｵ
F ｵｵ
F ｵｸ
F ｶｸ
F ｶｼ
F ｷｳ
F ｺﾘ 16
F ｼﾐ
F ｼﾝ

伊藤　玲阿奈 「宇宙の音楽」を聴く 光文社

武田　英志 伝わるデザインの授業 翔泳社
宇田川　一美 筆ペンで書くゆる文字季節のあいさつ 誠文堂新光社
暮らしの図鑑編集部 色の楽しみ 翔泳社

鈴木　登紀子 誰も教えなくなった、料理きほんのき 小学館
カレー沢薫 ひきこもりグルメ紀行 筑摩書房
上田　淳子 はじめてでもおいしく作れるリゾット・ピラフ・パエリア 家の光協会
阪下　千恵 野菜たっぷり大量消費レシピ304 新星出版社
坂田　阿希子 香り豊かな茶葉でおいしい至福のスイーツ 家の光協会

安達　由香里 おうちで楽しむためのアフタヌーンティーLESSON メイツユニバーサルコ
ンテンツ

フランソワーズ・ルクフル 魅惑の蘭事典 グラフィック社
サラ・ブラウン ネコの博物図鑑 原書房
NHK沁みる夜汽車制
作チーム 「沁みる夜汽車」の物語　2 ビジネス社

リアド・サトゥフ 未来のアラブ人　3 花伝社
エドワード・ゴーリー 金箔のコウモリ 河出書房新社

内山　淳一 めでたしめずらし瑞獣珍獣 パイインターナショナル

中野　雄 ベートーヴェン 文藝春秋
山平　重樹 高倉健からアホーと呼ばれた男 かや書房
イモト　アヤコ 棚からつぶ貝 文藝春秋
重金　敦之 落語の行間 日本語の了見 左右社
バービー 本音の置き場所 講談社

笹竹　英穂 選手の心を動かすパワーワード 大修館書店
武内　隆 車中泊入門 山と溪谷社
斎藤　文彦 忘れじの外国人レスラー伝 集英社
轡田　隆史 競輪という世界 文藝春秋
真子　やすこ はじめよう花のある暮らし 日東書院本社
鴨志田　由貴 60分でわかる!eスポーツ最前線 技術評論社

今野　真二 ことばのみがきかた 春陽堂書店
新保　信長 声が通らない! 文藝春秋

古家　聡 ニューエクスプレスプラス イギリス英語 白水社
こあらの学校 読まずにわかるこあら式英語のニュアンス図鑑 KADOKAWA

三浦　しをん マナーはいらない 集英社
下重　暁子 くちずさみたくなる名詩 海竜社
川上　弘美 わたしの好きな季語 NHK出版
杉山　文野 元女子高生、パパになる 文藝春秋
エミリー・M.ダンフォース ミスエデュケーション サウザンブックス社

コルソン・ホワイトヘッド ニッケル・ボーイズ 早川書房
サム・J.ミラー 黒魚都市 早川書房

青山　文平 江戸染まぬ 文藝春秋
大沢　在昌 冬の狩人 幻冬舎
奥山　景布子 浄土双六 文藝春秋
角田　光代 銀の夜 光文社
柏井　壽 京都四条月岡サヨの小鍋茶屋 講談社
木内　一裕 小麦の法廷 講談社
古流　望 おかしな転生　16 TOブックス
清水　杜氏彦 少女モモのながい逃亡 双葉社
新堂　冬樹 誘拐ファミリー 双葉社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ｽｽ
F ｿｴ
F ﾀｶ 4
F ﾃﾗ
F ﾆｼ
F ﾋﾒ
F ﾌｼ
F ﾏﾘ
F ﾔﾏ
F ﾖｼ

（小説 文庫）
X F ｱﾍ 5
X F ｲｵ
X F ｳｴ
X F ｳｴ 10
X F ｶﾄ
X F ｻｴ
X F ｻｻ 6
X F ｼﾓ
X F ﾁﾉ 2
X F ﾂｷ
X F ﾄﾊ
X F ﾄﾊ
X F ﾅｲ
X F ﾅｶ
X F ﾊｽ
X F ﾊﾔ
X F ﾐﾊ
X F ﾐﾖ
X F ﾔｽ 3
X F ﾔﾏ 4

（日本のエッセイ）
E ｵｶ

E ｷｳ

E ｻｶ
E ﾀｹ
E ﾑﾚ

（ふるさと資料）　※ふるさとコーナーでは、郷土資料の他に城関係・魚関係の本も置いています。
K 210.4

（参考図書）　※こちらの本は禁帯出のため、貸出ができません。閲覧のみとなりますのでご了承ください。

R 292.7
R 366.3 20
R 833.2 ﾏﾂ

鈴木　るりか 私を月に連れてって 小学館
そえだ　信 地べたを旅立つ 早川書房
高田　崇史 古事記異聞　[4] 講談社
寺地　はるな どうしてわたしはあの子じゃないの 双葉社
西尾　維新 人類最強のヴェネチア 講談社
姫野　カオルコ 青春とは、 文藝春秋
藤井　清美 #ある朝殺人犯になっていた U-NEXT
真梨　幸子 聖女か悪女 小学館
山崎　ナオコーラ 肉体のジェンダーを笑うな 集英社
吉田　篤弘 ぐっどいゔにんぐ 平凡社

安部　龍太郎 家康　5 幻冬舎
伊岡　瞬 赤い砂 文藝春秋
上野　歩 鋳物屋なんでもつくれます 小学館
上田　秀人 日雇い浪人生活録　10 角川春樹事務所

加藤　実秋 警視庁レッドリスト 小学館
佐伯　泰英 青田波 文藝春秋
佐々木　裕一 新・浪人若さま新見左近　6 双葉社
霜島　けい 月の鉢 光文社
千野　隆司 出世商人　2 文藝春秋
築山　桂 冬の舟影 双葉社
鳥羽　亮 姉弟(きょうだい)仇討 光文社
鳥羽　亮 初陣 角川春樹事務所

内藤　了 畏修羅(イソラ) 講談社
中島　久枝 湯島天神坂 お宿如月庵へようこそ　十日夜の巻 ポプラ社
蓮見　恭子 涙の花嫁行列 角川春樹事務所

早見　俊 踊る小判 光文社
三萩　せんや 鳳凰の巫女は時に惑う 双葉社
三好　昌子 鬼呼の庭 PHP研究所
矢月　秀作 刑事学校　3 文藝春秋
山口　恵以子 婚活食堂　4 PHP研究所

岡田　育 女の節目は両A面 TAC株式会社出版事
業部

木内　みどり あかるい死にかた 集英社インターナショ
ナル

酒井　順子 ガラスの50代 講談社
武田　鉄矢 老いと学びの極意 文藝春秋
群　ようこ たべる生活 朝日新聞出版

厚生労働省 過労死等防止対策白書　令和2年版 勝美印刷
鈴木　董 中東・オリエント文化事典 丸善出版

池　享 列島の戦国史　8 吉川弘文館

松本　道弘 難訳・和英オノマトペ辞典 さくら舎
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
06

（哲学）
14

（歴史）
21
28

（社会）
32 3

（科学・生物）
44
48
48 ｽ

（技術）
54

（産業）
68

（芸術）
72

（日本のよみもの）
91 ｲ
91 ｲ
91 ｵ
91 ｶ
91 ｶ
91 ｻ
91 ﾄ
91 ﾅ
91 ﾏ 2
91 ﾓ

（外国のよみもの）
93 ﾚ

（日本のえほん）
PN ｳ

PN ｶ

PN ｷ
PN ｷ
PN ｸ
PN ｽ
PN ｽ
PN ﾀ
PN ﾄ
PN ﾆ
PN ﾐ
PN ﾓ
PN ﾔ
PN ﾔ
PNC 4 4

鈴木　まもる なんでもレストラン 文溪堂

角野　栄子 おばけのアッチとコロッケとうさん ポプラ社
柏葉　幸子 魔女が相棒?オコジョ姫とカエル王子 理論社
佐和　みずえ 江戸の空見師 嵐太郎 フレーベル館

小木曽　健 13歳からの「ネットのルール」 メイツユニバーサルコ
ンテンツ

伊藤　砂務 渋沢栄一 集英社

笹本　潤 人権と自然をまもる法ときまり　3 大月書店

今泉　忠明 どうぶつのおっぱいずかん 学研プラス
菅原　嘉子 まるごとサメ事典 ポプラ社

加来　耕三 戦国忍者列伝 ポプラ社

☆ 児童書 ☆

山岡　均 ビジュアル宇宙探検図鑑 ポプラ社

斎藤　靖二 見たい!知りたい!博物館はうら側もすごい! WAVE出版

臼井　儀人 クレヨンしんちゃんの「やる気」がどんどん出てくる方法 双葉社

【新着案内】
あかし市民図書館・明石市立西部図書館・移動図書館
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「旅と鉄道」編集部 電車のヒミツ 天夢人

トロル おしりダンディ ザ・ヤング 集英社

おくはら　ゆめ つっきーとカーコのたからもの 佼成出版社
石川　宏千花 見た目レンタルショップ 化けの皮 小学館
石川　宏千花 メイドイン十四歳 講談社

トロル おしりたんてい おしりたんていのこい!? ポプラ社
梨屋　アリエ エリーゼさんをさがして 講談社
間部　香代 キニ子の日記　下 WAVE出版
森　絵都 あしたのことば 小峰書店

ジェイソン・レノルズ オール★アメリカン★ボーイズ 偕成社

鈴木　まもる なにしてるの? ポプラ社

きむら　ゆういち ごはんのこすな 童話屋

うえだ　しげこ すみっこのかくれんぼ 教育画劇
かわまた　ねね こたつうし 世界文化ワンダークリ

エイト

きむら　ゆういち そとであそべ 童話屋
工藤　ノリコ ノラネコぐんだんケーキをたべる 白泉社

たじま　ゆきひこ せきれい丸 くもん出版
刀根　里衣 にじいろのせかい NHK出版
西本　鶏介 すずめのうんどうぼうしつくります 金の星社
三浦　太郎 サンタさんのおとしもの あすなろ書房
もち　なおみ きらぼしちゃんともりのクリスマス 岩崎書店
矢野　アケミ みかんおいしくなーれ 大日本図書
やなせ　たかし アンパンマンとくろいとり フレーベル館
上田　勢子 おしえて!ジャンボくん新型コロナウイルス　4 子どもの未来社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

PNC 4 5
PNC 4 6
PNC 5
PNC 6
PNC ｺ
PNC ﾋ

（外国のえほん）
PG ｺ

PG ﾊ

PG ﾌ
PG ﾍ
PG ﾒ

（紙しばい）
S ﾊ
S ﾋ やえがし　なおこ コケコッコーのおんどり 童心社

ビル・コッター ぜったいにあけちゃダメ? サンクチュアリ出版

レベッカ・ハリー ねずみくんのクリスマスのおうちさがし 世界文化ワンダークリ
エイト

ジャン・ブレット ふゆごもりのまえに 福音館書店
キャスリーン・ヘイル ねこのオーランドー3びきのグレイス 好学社
ロバート・L.メイ ルドルフ赤い鼻のトナカイ 子どもの未来社

すとう　あさえ ろくじいさんのゆずおふろ 童心社

上田　勢子 おしえて!ジャンボくん新型コロナウイルス　5 子どもの未来社

小風　さち くるまはこびます 福音館書店
平山　暉彦 のびるじどうしゃ 福音館書店

上田　勢子 おしえて!ジャンボくん新型コロナウイルス　6 子どもの未来社

高山　なおみ みそしるをつくる ブロンズ新社
松岡　達英 100さいの森 講談社
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